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平成２４年第６回清里町議会定例会会議録（６月２０日） 
 
平成２４年第６回清里町議会定例会は、清里町議会議事堂に招集された。 
 
１．応招議員は次のとおりである。 
    １番 前 中 康 男    ６番 澤 田 伸 幸 
    ２番 池 下   昇    ７番 村 島 健 二 
    ３番 勝 又 武 司    ８番 田 中   誠 
    ４番 加 藤 健 次    ９番 村 尾 富 造 
    ５番 畠 山 英 樹   
   
２．不応招議員は次のとおりである。 
    なし 
 
３．出席議員は次のとおりである。 
    出席議員は応招議員に同じである。 
 
４．欠席議員は次のとおりである。 
    なし 
 
５．遅刻議員は次のとおりである。 
    なし 
 
６．早退議員は次のとおりである。 
    なし 
 
７．地方自治法第１２１条の規定により、説明のために会議に出席した者は次のとおりである。 
    町       長   櫛 引  政 明 
    代 表 監 査 委 員   篠 田  恵 介 
    選 挙 管 理 委 員 長   若 松    明 
    副 町 長   宇 野    充 
    総 務 課 長   島 澤  栄 一 
    町 民 課 長   澤 本  正 弘 
    保 健 福 祉 課 長   薗 部    充 
    産 業 課 長   斉 藤  敏 美 
    建 設 課 長   古 谷  一 夫 
    出 納 室 長   小 貫  信 宏 
    教 育 長   村 上  孝 一 
    生 涯 教 育 課 長   岸 本  幸 雄 
    農業委員会事務局長   斉 藤  敏 美 
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    監査委員事務局長   柏 木  繁 延 
    選挙管理委員会事務局長   島 澤  栄 一 
 
８．本会議の書記は次のとおりである。 
    事 務 局 長   柏 木  繁 延 
    主       任   鈴 木  由美子 
 
９．本会議の案件は次のとおりである。 
   報告第 １号  平成２３年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書について 
   一般質問（２名２件） 
   議案第４１号  清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例 
   議案第４２号  清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例 
   議案第４３号  清里町土地開発公社の解散について 
   議案第４４号  平成２４年度清里町一般会計補正予算（第２号） 
   議案第４５号  農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（建築主体）請負契約の締

結について 
   議案第４６号  農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（機械設備）請負契約の締

結について 
   議案第４７号  農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（電気設備）請負契約の締

結について 
   議案第４８号  公営住宅建設工事請負契約の締結について 
   意見案第２号  ２０１３年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める意見

書について 
   意見案第３号  地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書について 
   意見案第４号  地方財政の充実・強化を求める意見書について 
   意見案第５号  けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求める意見書に

ついて 
   意見案第６号  北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書について 
   発議第 １号  議員の派遣について 
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                                                        開会 午前９時３０分 

●開会・開議宣告 

○議長（村尾富造君） 

  ただ今の出席議員数は９名です。 
 ただ今から、平成２４年第６回清里町議会定例会を開会します。 
 ただちに本日の会議を開きます。 
 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 
 

●日程第１  会議録署名議員の指名 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、議長において、１番 前中康男君、

２番 池下昇君を指名いたします。 

 
●日程第２  会期の決定について 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 
 本件について、議会運営委員会の報告を求めます。議会運営委員会委員長 澤田伸幸君。 
 
○６番（澤田伸幸君） 

 本定例会は、一般質問、補正予算などの提案件数、議案の内容から判断して、本定例会の会

期は本日１日間とする事が、適当と思います。 
 以上が、議会運営委員会の結果でございますので、報告いたします。 
 
○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 
 本定例会の会期は議会運営委員会の報告どおり、本日１日間にしたいと思いますが、ご異議

ありませんか。 
（「異議なし」）との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間に決定しました。 

 

●日程第３  議長諸般の報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第３ 議長諸般の報告を行います。 
 事務局長に報告させます。議会事務局長。 
  
○事務局長（柏木繁延君） 

 議長諸般の報告６点について、ご報告申し上げます。 
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 １点目、議員の派遣状況及び会議・行事等への出席報告についてであります。５月１９日に

開催された、札幌清里会総会に正副議長が出席し、清里町の現況などについて情報交換・交流

を行っております。５月２３日には訓子府町において、オホーツク管内町村議会議長会第 3 回

定期総会、併せて北網ブロック町議会議長会総会が開催され、議長が出席し、決算認定、事業

計画について審議しております。2 ページ、５月３１日斜里町において、道東４地区町村議会

議長会連絡協議会が開催され、それぞれの地区の抱える課題等について協議されました。オホ

ーツク圏活性化期成会関係では、６月１日網走市において、平成２４年度総会、６月２日には

北見市留辺蘂において、国会議員に対し要望活動を行っております。６月５日札幌市において、

北海道町村議長会第６３回定期総会が開催され、報告・議決事項、各管内議長会からの提出議

案１４件、総会議決・特別議決が提出され、それぞれ原案のとおり可決・承認されました。そ

の他の会議・行事等について、記載の会議・行事に正副議長をはじめ、各議員が出席いたして

おります。 

 ４ページ、２点目、常任委員会及び議会運営委員会の開催状況について、記載の期日・案件

で会議が開催されております。 

 ５ページ、３点目、視察来町について、５月１７日に神奈川県大井町より町長及び議会議員

１５名が、花と緑と交流のまちづくり事業についての視察にまいりました。 

 ４点目、平成２３年度清里町土地開発公社より、公社経営状況説明書類が議長宛に提出され

ております。８ページから１１ページに記載されております。ご参照ください。 

 ５点目、例月現金出納検査の結果について、平成２３年４月分・５月分について、１２ペー

ジから１５ページのとおり提出されております。いずれも適正であるとの報告であります。 

 ６点目、平成２４年第６回清里町議会定例会説明員等の報告について、1６ページのとおり

となっておりますので、ご参照ください。 

 以上で、議長諸般の報告を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これで、議長諸般の報告を終わります。 

 

●日程第４  町長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

  日程第４ 町長一般行政報告を行います。町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町長の一般行政報告を申し上げます。 
 まず、大きな１の主要事業報告であります。１点目の、きよさと花・みどりフェスタ２０１

２につきましては、６月１日から９月３０日までの４ヶ月の期間、コミュニティーセンターを

中心とする町内一円を会場としまして、花と緑と交流の町づくり実行委員会の主催の下、自治

会、商工会をはじめ、町内の関係機関、団体の協賛をいただき、花緑事業を開催するものでご

ざいます。①から⑥までの事業・行事等について、記載の期日・内容によりそれぞれ実施され

ますので、多くの町民の皆さんの参加と、町外からも大勢の方々が清里町においでをいただく

ことを、期待をするものでございます。 
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 次に２点目の、寄附金の採納についてでございます。去る５月１１日、羽衣町３９番地にお

住まいの、前清里町長 橋場博氏より、叙勲授賞にあたりまして、教育スポーツ、文化振興発展

のためにと５００万円のご寄附をいただきましたので、ご報告を申し上げます。 
 次に２ページをお開きください。３点目の、火災の発生についてあります。２件の住宅火災

が発生いたしております。１件は、緑町２１番地にお住まいの土生圭さんの住宅より、５月の

２９日午前１０時頃に出火をいたしまして、裏玄関周辺８平方メートルを焼失いたしておりま

す。出火原因は漏電とのことであります。次の１件につきましては、神威１０１６番地にお住

まいの寺島和男さんの住宅より、６月１４日午前９時３５分頃に出火をいたしております。居

間部分１１平方メートルを焼失いたしております。出火原因は不明とのことであります。 
 続きまして、大きな２の主要事業の執行状況でございます。１は議決工事の進捗状況でござ

います。平成２３年度の明許繰越事業に係る、６月１５日現在の工事の進捗状況でありますが、

光岳小学校屋内運動場等改築工事（建築主体）につきましては、記載の工期、種別により、工

事が進められております。既存建物の解体が完了いたしまして、改築建物の基礎部分の施工中

でございます。進捗割合は１５パーセントとなっております。続きまして、２の農作物の生育

状況についてであります。３ページをご覧いただきたいと思います。過日、農業改良普及セン

ターより、６月１５日現在の清里町の農作物生育状況調査につきまして、説明・報告をいただ

きましたので、ここにご報告をさせていただきます。まず、気象状況の経過でございます。４

月中旬過ぎまでは気温が低く推移いたしましたが、下旬から５月の連休前半までは好天に恵ま

れ、農作業は概ね順調に推移をいたしておりました。しかし、連休後半からは降雨、降雪の影

響により馬鈴薯、てんさい、玉葱などは植え付け作業が大幅に遅れ、かつ気温が低めに推移し

たことから、各作物ともに生育に遅れが生じている状況にあります。６月に入ってからも天候

が不順であり、気温も平年より低めに推移をし、８日は寒冷前線の通過により、北網地域に雹

混じりの局所的な豪雨に見舞われておりますが、本町におきましては、それらによる被害につ

いては報告がされておりません。それでは、作物ごとの生育状況について申し上げます。秋ま

き小麦につきましては、昨年度よりきたほなみに品種が変わっておりますが、草丈、茎数とも

に平年を下回っており、出穂５０パーセントであり、生育の遅れでは１日遅れとなっておりま

す。次に、春まき小麦・春よ恋につきましては、草丈、葉数ともに平年並みでありますが、茎

数が下回っておりまして、止葉５パーセントで出芽期の遅速についてはプラスマイナスゼロと

のことでございます。馬鈴薯・コナフブキでございますが、茎長、茎数ともに昨年を下回って

おり、萌芽６３パーセントでありまして、生育の遅速では２日遅れでございます。ただし、先

ほども申し上げましたとおり、作付け終了が降雨、降雪の影響により大幅に遅れておりますの

で、ほ場間での差が大きく、生育の影響が心配をされているところでございます。てんさい・

レミエルにつきましては、草丈は平年を上回っておりますが、葉数が平年を若干下回っており

まして、生育の遅速では１日遅れとのことであります。ただし、てんさいにつきましても、作

付け終了が大幅に遅れました。ほ場間の差が大きく、これらの影響が心配をされているところ

でございます。大豆のユキホマレにつきましては、種期が３日遅れで出芽９６パーセントであ

りまして、生育の遅速では２日遅れとのことであります。なお、出芽の良否につきましては、

並ということでございます。小豆・サホロショウズにつきましては、は種期が６日遅れでござ

いまして、出芽におきましては８３パーセントになっておりまして、生育遅速につきましては、

３日遅れでございます。出芽の良否は並でございます。玉葱・ウルフにつきましては、草丈、
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葉数、葉鞘径ともに平年を下回っております。生育の遅速で５日遅れでございます。なお、玉

葱につきましても、生育、移植の終了が大幅に遅れましたので、今後の生育への影響が心配を

されているところでございます。次に、サイレージ用とうもろこしでありますが、草丈、葉数

ともに平年を下回っております。は種及び生育の遅速において、４日遅れとのことでございま

す。発芽の状況は良とのことでございます。牧草のチモシー１番草でございますが、出穂３９

パーセントで、萌芽期の遅速は４日遅れとなっておりますが、草丈が平年を上回り、生育遅速

では２日早いとのことでございます。以上、生育状況について報告をさせていただきました。

今後の天候と、生育の回復をご期待をするものでございます。 
 続きまして、大きな３の主な会議・行事等の報告でございます。４ページをお開きください。

まずはじめに、札幌清里会総会であります。去る５月１９日、札幌市ＫＫＲホテル札幌で行わ

れております。清里町からは、村尾議長、田中副議長、石井ＪＡ専務理事、大西商工会長、川

筋観光協会会長、そして私と事務局２名の８名で参加をさせていただきました。また、札幌清

里会からは南出会長他３８名の参加がございまして、総会及び交流会に出席をいたしまして、

それぞれの近況報告を行っておりまして、参加者全員による懇親が行われ、盛会裏に終了いた

しております。なお、今年度は役員改選が行われておりまして、南出会長が勇退をされ、新し

く中村照男氏が会長に就任をされております。続きまして、清里消防団春季消防演習でござい

ます。５月２０日、町民グランド及び町内一円にて行われておりまして、町内外より大勢のご

来賓のご臨席をいただき、高橋団長他本部第１分団から第３分団までの８１名の団員の参加の

下で、ポンプ操法、模擬火災訓練、分列行進等の演習が所定のとおり行われたものでございま

す。次に春のごみゼロ運動でございます。５月２６日、道道及び町道で行われております。当

日は、小雨の降る中での開催となりましたが、清里町と清里町まちづくり運動推進協議会との

共催の下で、自治会をはじめ、各団体、職場職員から約１５０名の参加をいただき、道道摩周

湖斜里線、町道１線道路、そして町道２線道路の３路線におきまして、周辺の空き缶等のごみ

拾いと清掃が行われたものでございます。次にみどりのフェスティバルでございます。５月２

７日、緑の駅前広場で行われました。当日もあいにくの小雨模様で寒い日になりましたが、約

５００名のご来場をいただく中、クマゲラ太鼓、キャラクターショーなどの演出の他、丸太転

がし競争と緑のウォーキング等の行事が予定どおりに行われたところでございます。また、飲

食コーナーや木彫、陶芸等の販売コーナーには各関係機関、団体により多数のご出店をいただ

きました。盛会裏の内に終了をいたしたところでございます。続きまして、北海道消防協会オ

ホーツク地方支部斜里分会連合演習についてでございます。５月２７日、斜里小学校グランド

及び斜里町内一円で行われております。本町からは私と副町長が出席をいたしております。斜

里地区消防組合傘下の３町の団員、署員全体で２００名の参加でございまして、うち清里町の

分団また分署より３６名が参加をいたしたところでございます。ポンプ操法、模擬火災訓練、

分列行進など、各分署による連合演習が所定のとおりに行われております。続きまして５ペー

ジになりますが、緑の植樹事業でございます。６月２日、江南フラワーパークの宇宙展望台周

辺で行われております。当日は天候にも恵まれまして、自治会、自治会女性部、ロータリーク

ラブ、その他各地域の職域職場から約８０名の方々の参加をいただき、エゾヤマザクラ、もみ

じ、イタヤカエデなどの苗木１３０本の植栽をしたところでございます。 
 以上申し上げ、町長一般行政報告といたします。 
 



 7

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

  質疑なしと認めます。 

 これで、町長一般行政報告を終わります。 

 

●日程第５  教育長一般行政報告 

○議長（村尾富造君） 

 日程第５ 教育長一般行政報告を行います。教育長 村上孝一 君。 
 
○教育長（村上孝一君） 
 教育長一般行政報告を申し上げます。 
 １．主要事業報告についてであります。平成２４年度オホーツク管内教育委員会協議会総会

の結果について。５月３０日、網走市で開催され、付議事件は、１点目の「平成２３年度事業

報告及び決算報告」など４件、４件目の「オホーツク管内教育委員会協議会表彰規程の廃止」

については、昭和４６年から実施していた教育委員・社会教育委員・教職員等の表彰制度を本

年度より廃止したものであります。 
 ２．主な会議・行事等についてであります。ことぶき大学入学式・開講式について。５月１

１日に開催され、総長（町長）の挨拶のあと、新しい学生９名、年齢は６１歳から７８歳まで

の紹介がありまして、平成２４年度の学生は全体６５名となり、来年３月までの「ことぶき大

学」がスタートいたしました。次に、ＮＨＫジュニア野球教室について。これはＮＨＫの主催

事業で実施されたもので、５月１３日は季節はずれの降雪により、トレーニングセンターでの

室内開催となりましたが、野球少年団、中学校野球部から８０名が参加しました。講師の梨田

元北海道日本ハムファイターズ監督、並びに武田元プロ野球投手から、プロのレベルの高い指

導を直接受け、大変良い刺激になったと思います。次に、全道民謡決勝大会北見地区予選につ

いて。本大会は、全道民謡決勝大会と東北海道民謡大会出場者の選考を兼ねた大会であり、５

月２０日、清里町を会場に開催され、「寿年の部」「熟年の部」に分かれ、６９名が自慢のの

どを競いあい、約３００名の来場者のもと盛会に終了いたしました。裏の３ページをご覧くだ

さい。次に、社会教育委員兼生涯学習総合センター運営審議会委員会議について。６月６日に

開催され、案件は、１点目の「平成２３年度社会教育事業の反省評価について」から３点目の

「平成２４年度社会教育推進計画について」まで、審議されました。 
 ３．教育委員会の開催状況であります。第３回教育委員会は、５月２４日に開催され、案件

は、清里町就学指導委員会委員の委嘱について、及び小学校３・４学年社会科の補助教材であ

ります、郷土読本「きよさと」改訂版作成に伴う編集委員会委員の任命の関係であります。 
 以上申し上げまして、教育長一般行政報告とさせていただきます。 
 
○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 
（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 
 これで、教育長一般行政報告を終わります。 
 

●日程第６  報告第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第６ 報告第１号、平成２３年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを議題

とします。 
 本件について、報告の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 
 ただ今上程されました、報告第１号 平成２３年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書に

ついて、ご説明申し上げます。 
 本件につきましては、地方自治法施行令の規定により、平成２３年度清里町一般会計予算の

繰越明許費について、別紙のとおり繰越したので、繰越計算書を調製し議会に報告するもので

ございます。 
 議案を１枚お開きください。繰越計算書について、ご説明申し上げます。今回、繰越いたし

ましたのは、２款総務費の行政基幹システム改修事業から、９款教育費の光岳小学校屋内運動

場等改築事業までの３事業であり、金額及び翌年度繰越額はともに２億２,５２３万６千円であ

ります。なお、財源の内、未収入特定財源は１億９,１７６万８千円であり、この内、国庫・道

支出金が９,１１６万８千円、町債が１億６０万円になります。また、一般財源は３,３４６万

８千円であり、一般財源の負担割合は１４．９パーセントとなっております。 
 以上で説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
○議長（村尾富造君） 
 質疑なしと認めます。 
 これで、報告第１号 平成２３年度清里町一般会計繰越明許費繰越計算書についてを終わり

ます。 
 

●日程第７  一般質問 

○議長（村尾富造君） 

 日程第７ 一般質問を行います。 

 順次、発言を許します。前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 おはようございます。本日は台風４号の影響もさほど影響もないようで、のどかな新緑の季

節に一般質問をさせていただきます。大地が青い緑に囲まれ、そして秀峰斜里岳の雄大さが一
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番美しくなるこの時期、町民の皆様の家庭や自治会を中心に花壇を造り、いろんな場所におい

て花のプランターの里親活動に、花と緑と交流のまちづくりに、町民参加の下、取り組んでい

ることに感謝申し上げます。秋までの期間、大変なところ、水やりや除草など大変ではありま

すけども、いつまでも美しい花が咲き誇るように期待しております。 

 さて、通告にしたがいまして、一般質問に入らせていただきます。 

 今年度の町長の執行方針の中で、重点基本項目の最初に庭園のまちづくり構想が掲げられ、

花と緑と交流のまちづくりを基本とした住民参加の協働・共創のまちづくりプロジェクトと位

置づけ、具体的に推進すると述べていますが、どのような推進状況なのか、ご説明願います。 

 ２番目に、庭園のまちづくり構想の町民に対する情報提供について、どのように考えられて

いるのかをお聞きいたします。 

 以上、２点について質問いたします。３月の定例会の時も、焼酎工場の関連性から、庭園の

まちづくりの位置づけについて、質問いたしました。また、他の議員からも同様にこの案件に

対して質問がされました。再度、重複するところではございますけども、より一層、具体的に

かつ町長が思い描く庭園のまちづくり、ガーデンタウンきよさとと言いますか、そういう思い

を力強く情報を発信していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 前中議員のご質問にお答えいたします。 

 ただ今ご質問をいただきました、庭園のまちづくり構想につきましては、今年度の町政執行

方針の中で、町政推進の重点施策として、基本的な考え方を示しておりますが、改めて本構想

の主旨及び取り組みの方策について申し上げたいと存じます。 

 私達のふるさと清里町は、開拓以来、今日まで、多くの先人・先輩の皆さんが、幾多の苦難

を乗り越え、心血を注いでまちづくりに取り組まれ、緑豊かな自然景観と整然と整備された農

用地、そして、快適な生活環境と生産基盤が整備されたすばらしい町を築いてこられました。

このように、緑の森林や田園景観にあふれた自然豊かな清里町の景観は、長年にわたる町民の

皆さんの生活や生産の営みの中から、必然的に整備がされてきたものでありまして、今日のよ

うに森や田園の緑や景色・景観を意識して開発整備を行ったものではありませんが、今、これ

らの景色や景観は本町の最も重要な特性の一つとなっております。また、貴重な財産でもあり

ます。そして、これらの景観は、平成５年に行われました全国農村景観コンクールにおきまし

て、農村景観百選の特に優れた２０選に選ばれております。私達には何気ないそうした景観や

風景は、日常の当たり前の生活の中に溶けこんだものであり、なかなか気付かないものであり

ますが、生活の豊かさとゆとりと共に景観や風景が意識されるようになってきておりまして、

こうした傾向は益々進展するものと考えられております。 

 私は、こうした背景と特性を活かし活用するために、清里町のランドマーク、そしてシンボ

ルでもあります秀峰斜里岳と、その裾野に広大に広がる整然と整備された美しく豊かな田園景

観、そして、花と緑と交流のまちづくり事業により取り組んでこられました商店街のガーデニ

ング、個々の住宅でのオープンガーデン、ふるさとの森づくりの植樹活動、そして、こうした
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活動の先駆けとなりました上斜里地域のコスモスロードなど、自治会活動やそれぞれの地域や

職域・職場などで、様々な景観や環境づくり活動に取り組んでこられました町民の皆さんの思

いを、庭園のまちづくり構想に集約し、第５次清里町総合計画で掲げられております、経済産

業・教育・福祉分野等との連携を含め、住民参加型のまちづくりプロジェクト事業として推進

することにより、町民が誇れる、そして自慢することのできる庭園の町、いわゆる「ガーデン

シティ・きよさと」の創造・創出を図ってまいる所存でございます。 

 なお、本構想における計画の体系や具体的な事業・行事等の配置や対応などにつきましては、

現在、職員によるプロジェクト委員会とワーキンググループにより、素案の策定中であります

ので、素案がまとまった段階で、所管委員会において協議・報告をさせていただくことといた

しております。また併せて、花と緑と交流のまちづくり委員会並びにまちづくり活動推進協議

会に対しましては、実践に向けた取り組みと役割について協議してまいりたいと思っておりま

す。 

 それでは１点目の、具体的な推進状況について申し上げます。 

 ただ今、前段の構想の考え方の中で申し上げましたように、構想の具体的な体系と事業など

の計画につきましては、プロジェクト委員会で検討中でございますが、基本的には重点的に推

進しようといたしておりますいくつかの計画につきましては、平成２５年度よりスタートする

ことといたしております。 

 なお、ご案内のように、本構想は第５次清里町総合計画と全面的に連動したものとして推進

をしてまいりますので、今年から事業実施が可能なものにつきましては、既定予算の中で進め

させていただいているところでございます。 

具体的に申し上げますが、改めて今年度からの５カ年計画で進めてまいります、ふるさとの森・

桜の山づくり植樹整備事業、庭園の町のモニュメント・プランターの設置、そして道道摩周湖

斜里線の沿道における神威・札弦地域間のフラワーロード、１９号・２０号間におけるウエン

ベツ川河川の緑の回廊づくり事業、キカラシ・ひまわり等の緑肥作物の計画的な栽培等につい

て、現在取り組みを進めているところでございます。 

 その他に、道道摩周湖斜里線の沿道における景観駐車帯の設置及び同じく道道摩周湖斜里線

の札弦・緑間における道道敷地内での緑の回廊づくり、斜里川河川敷地を活用した桜の植栽に

よる緑の回廊づくり事業等につきましては、現在、オホーツク総合振興局と協議中でありまし

て、早期の実現に向け、積極的に働きかけをしてまいる所存でございます。 

 次に２点目の、町民への情報提供についてであります。 

 こうしたまちづくり計画を、町民の皆さんと共に推進していくためには、計画に掲げた将来

像や、その将来像の達成に向けた計画の体系などについて、深く理解をいただき、その計画の

主旨や内容などの情報を共有することが、最も重要となってまいります。こうしたことから、

事業や活動を企画・実施するに当たりまして、事前の準備もございますので、できる限り早い

時点で本構想と具体的な事業計画の内容と取り組むべき体系を、円卓会議や出前講座、さらに

は地区担当員制度や広報、ホームページなどの機会や媒体を通じながら、積極的に町民の皆さ

んに提示し、事業への参加・ご協力をいただけるように、改めて進めてまいる所存でございま

す。 

 以上、申し上げて答弁とさせていただきます。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、町長から熱いメッセージを受けました。ただ、平成２５年度から、町長の思いとするガ

ーデンシティ、庭園のまちづくりを具体的にスピーディーに実施したいという話がありました。

しかし、町長に就任して早２年目を迎えております。その中で、そのスピード感、果たして本

当に町民はそう思っているのでしょうか。 

 ５月の北海道新聞に、斜里郡３町の中で２町長のインタビュー記事がございました。その中

の記事を少し述べさせていただきます。「町長の発想を実行に移す町職員の動きは鈍く、周囲を

うまく動かせず、やる気が空回りしている」と評されています。この記事を拝読し、私自身、

議員としてより、町民としてやはり残念に思ったところでございます。やはりそこは虚心坦懐

に、この記事に耳を傾け、町長としてのこの件についての率直な考えをお聞かせ願えればと思

います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今ご質問をいただきました、北海道新聞の５月１１日付の記事かと思いますが、その中

で就任１年目の町長に聞くというコラムがありまして、その記事の中で、ただ今ご質問のあり

ましたように、職員との間での空回りが多いのではないかというような表現での記事となって

ございました。 

 今回、私が提唱いたしました、庭園のまちづくり構想につきましては、先ほども申し上げま

したように、第５次総合計画との連携の中で進めていく事業と理解をいたしております。ただ、

構想自体が総合計画と連携いたしますので、規模としてはかなり大きく、構成の内容は全般に

わたると考えておりますので、そうした中で職員との円卓会議を通じながら、私の思いを今ま

でも伝えてきたところでありますが、具体的な部分となると、なかなか構想自体、反映できな

かったものも確かにあると、反省をいたしているところであります。一昨日もそうした考えの

下で、改めて職員との円卓会議を開いてございまして、その中においても私の考えを、より具

体的にお示しをしているところでございます。 

 そういう中から、決して急ぐことなくしっかりと地に足をつけながら、一歩一歩前に進んで

いきたい。これは時間との勝負ではないと。まちづくりでありますから、長い期間がかかるか

も知れませんけれども、そういう方向に向けて、一つずつクリアしていきたいと考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 



 12

 確かにまちづくりは、５年、１０年、長いスパンで構築するべきだと、私自身も考えており

ます。しかし、そこには具体的な提案だとか具体的なプロセスで、就任期間の４年間の中でど

う達成するかということに、かなり町民サイドの思いが強いと思います。 

 今、円卓会議あるいはワーキンググループ、プロジェクトチームという言葉が出てきました。

果たしてその状況はどのようなものか。改めて、開催状況、審議が進んでいるのか。やはりそ

こは懇切丁寧にお知らせしていただきたいと私自身も思いますし、その辺の状況、今までに開

催の運びになって、どういうものが具体的な例として挙がってきたのか。先ほど町長の話の中

では、緑の回廊、プラットホーム等、そして清里、札弦間におけるコスモスロードという話も

出ていましたが、それ以上に新しいものがあるのかどうか。従来どおり、花と緑と交流のまち

づくり事業のはしりとなった、ニュージーランドの交流事業がきっかけということで、その流

れの中で今まで二十数年、花と緑という、この美しいコンセプトの中でまちづくりをしてきた。

今の話を聞きますとやはり、包括的な継続的な事案と言いますか、事業の展開でしか、町民の

目には映っていないと思うんですよ。 

 そういう部分で新しい町長のカラーを出す展開、それらの思いをもう少しあるのであれば、

お話していただければと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の具体的な提案の部分と含めた体制の問題でございます。先ほども申し上げましたよ

うに、本構想につきましては、基本的には第５次総合計画の全体のまちづくりのメインテーマ

であります、「人と自然がともに輝き躍動するまち」を具体的なテーマとして、町民の方が理解

できる構想として作成していくという考え方でございます。当然、そうしたことから従来取り

組んでまいりました、花と緑と交流のまちづくり事業の再構築という部分を含めながら、事業

の展開を図ってまいりたいと考えているところでございます。清里町では平成２年からニュー

ジーランドへの海外研修交流事業を実施させていただきまして、そこに訪れた人達が、ニュー

ジーランドの、特にクライストチャーチのガーデンシティを見ながら、町の中に約３０パーセ

ントの緑があるんだと言われておりました。そういう違う世界を見て、町民の皆さんがまちづ

くりにかける思いを大きく変えていったのではないかと。それが一つの花と緑と交流のまちづ

くりということで、緑を潤いを求めるというようなまちづくりへ、徐々に切り替わってきたも

のと考えております。但し、そうした活動につきましても、ほぼ１０年を経過しようといたし

ております。そうした中で、今までの取り組みの中で様々な課題、検討していかなければなら

ない事項も徐々に明らかになりつつあると考えておりまして、改めてそうした取り組みのあり

方について、評価・検討を加えながら、引き続き持続可能で無理のない長期的なまちづくりの

活動計画として、推進していかなければならないと考えている次第でございます。 

 先ほども申し上げました、ふるさとの森づくりや花と緑のまちづくりなどを中心としながら、

清里町のまち、そして清里市街地、札弦市街地、また緑へと連動する、そういうまちづくりの

流れをこの中で求めていければと考えているところでございますので、ご理解を賜りたいと思

います。 
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○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今、答弁がありましたけども、１点、ちょっと聞き漏らしていた部分と言いますか、この庭

園のまちづくりにおけるプロジェクトチーム、ワーキンググループの協議経過が一体どうなっ

ているのか、お聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 プロジェクト委員会等の活動の経過等でございます。本件につきましては、企画委員会が管

理職を中心として構成されております。これは、所管の中の全体の調整作業と、構想の全体的

な調整を兼ねての委員会でございます。その下部組織として、ワーキンググループを置いてお

りまして、管理職以下の主査クラスの職員で構成している部分でございまして、具体的な施策

の配置、また事業の配置については、そのワーキンググループの討議の中で事業の抽出をして

いくという作業体系を取っているのが実態でございます。それらの会議等の取りまとめの状況

でありますが、まだ具体的な個々の部分についての最終とりまとめはできておりません。その

作業の最中であります。そういう中で今般、こうしたご質問をいただいておりますし、また、

ご案内のように、できるものは今年から既定予算の中で進めてはおりますけれども、大きく構

想として提示・提案ができる、町民の皆さんにできるだけ早く提示をしていきたいと私も考え

ておりますので、作業については積極的に進めていくように、今後とも努めてまいりたいと考

えているところでございます。今後のそれぞれの企画委員会、またワーキンググループに、積

極的な事業と会議の開催を促していきたいと考えております。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 もう２年経過しようとしているんですが、やはりそこはスピードをもって進めていただかな

ければならない問題だと思います。今の話を聞いて、なかなか機能していないのかなと、ちょ

っと残念に思います。いろんなところのディスカッションを得ながら、まちづくりの設計図の

ところですから、これは大変難しく、大変な作業だと思いますけれども、家に例えるならば、

設計図は基本ですよね。基礎を固め、骨を組み、屋根をふき、そして各種の工事を行う。そし

てマイホームができる。やはりそこは設計図を早く作っていただかないと、町民は本当に困り

ますよ。おそらく皆さんもそうだと思いますが、家を建てるのは一生に１回だと思うんです。

そうそう２度も３度も建てるような人は、よっぽどでない限りあり得ないと思います。その設

計図作りを誠心誠意、３６５日でもいいですから、きっちりとプランニングして、そして一つ
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のものにつくり上げ、まちづくりという名の下に、町民が住みやすい町のために、一生懸命町

長自ら、職員にも奮起させながらまい進していただきたい。本当にその辺、もう少しスピード

をもってやっていただかなければ困るという思いが、私の中にあります。その点については、

そういう気持ちであるということで終わりまして、もう１点の、町民に対する情報提供につい

て、質問をしたいと思います。 

 町長はこの庭園のまちづくり構想に対して、町民に懇切丁寧に説明するという形で取り進ん

でいる訳ですけども、現状の中で各自治会あるいは小さな諸会議。会議となると日中より夜の

会議が多いと思いますけども、車座会議と申しますか、そういう懇談会など、町長の思いを熱

く語る場面が多く開催されているのかどうか。その辺についてお聞きしたいと思いますが。よ

ろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 まちづくりの町民への周知・ＰＲ等のことかと思いますが、私が就任の段階で、住民参加と

協働・共創のまちづくりを第一に掲げたまちづくりをしてまいりますということで、進めてき

たところでございます。私からはその中で、住民、また職場職員それぞれの段階での円卓会議

等を通じながら、まちづくりの思いを伝えていくと。また、進めてきたところでございます。

今までも農協の理事、また商工会関係の職域の皆さん、また農連関係の皆さんとも、そうした

円卓会議を開催させていただいておりますし、また、自治会関係におきましても、それぞれの

自治会において希望があったところから実施をさせていただいております。 

 前段にお話がありました、まちづくりの設計図、青写真が見えていないという中では、言葉

でしか思いが伝えられないということもございますけども、そうした思いについてはしっかり

と伝えてきているつもりでございます。 

 いずれにいたしましても、町民の皆さんと共に行動して、町民協働・参加をしていただくの

が根底でございますので、その主旨にしたがいながら、今後とも進めてまいりたいと考えてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 今まで以上に住民との接点の中で、町長の熱い思いをお伝えいただき、庭園のまちづくり構

想についてお話していただきたいと思います。 

 もう１点、そのまちづくり構想の中で、花と緑と交流のまちづくりという一つのフレームの

中で、先般、第５次総合計画が立案されて進んでいく段階であると思います。到達年度の平成

３２年度に向けて、いろいろな事案に対して審議いただき、すばらしい内容ができてきている

と、私自身思っております。これも設計図と言えば設計図かも知れませんけども、その前の段

階、やはり青写真的な部分がかなりあります。その中に町長がおっしゃる庭園のまちづくりを
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起爆剤に、交流人口を図り、そこでさらなる雇用を生み出す施策に打って出るという話を、度々

しておられますけども、その交流人口ですが、平成３２年に５０万ですか。平成２１年度に３

３万の交流人口の実績を踏まえた中で、約５割増しの交流人口の増加の期待を込めて立案され

ているところであると思います。その部分に対して、交流人口の裾野を広げるということは、

やはり町民自らも一生懸命ＰＲ活動、情報活動をして、町外の人達にすばらしい町の良さをア

ピールすると。そういうことが必要になってくると思うんですけども、それに対して町長自ら

具体的な考え、あるいは施策等を考えなければならないのではないか。先ほどお話の中に、イ

ンターネット等の情報化社会ですから、ホームページの活用とかの話も出ていました。私も昨

今のＩＴ社会の中で、今、急速に進んでいるＳＮＳ、ツイッターだとかフェイスブック等の個

人的なつながり、社会的なネットワーク、そういうつながりでアピールが進んでいるという話

も聞いております。一昨日、ちょっとネットで調べましたら、網走管内の地方自治体で取り組

んでいるところは見当たりませんでした。まだ全道的にも広がってはいないのかなと思います

けども、そういう部分も活用する。私の子供もかなりそういう部分で、例えばプランターだと

か、斜里岳と言う言葉を発することによっていろんな結びつきが出てくる、そういう情報のネ

ットワークがあります。その辺についてもどのようにお考えなのか、所見があればお話いただ

ければと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町民と共に歩んでいくまちづくりでございます。今もありましたように、第５次総合計画の

特性の中にも、１０項目の特性が挙げられております。その内、４項目が森林や農用地、また

水などの自然を大切にするという、そうした自然的な景観を特性として挙げておりますし、２

項目にわたっては、住民協働と将来を担う人づくり、そして交流のまちづくりの項目が掲げら

れております。そしてその総合計画の将来像におきましても、花と緑に包まれた豊かな自然景

観、美しい景観を、町民共有の財産として保全する。そしてさらに、ゆとりと潤いのある快適

な生活環境を整備・構築をしていきますと。これが第５次総合計画の中心となる姿勢でござい

ます。 

 今回提唱いたしております、庭園のまちづくり構想はこうした背景を踏まえながら、住民の

皆さんと共につくり上げて、一人ひとりがまちづくりに参画をしているという思いが実感でき

る取り組みとしていかなければならないと考えているところでございます。今、後段にありま

したように、ＩＴ社会における様々な媒体がございます。いろんな使われ方がされております

ので、これらについては十分に検討をしながら、実際に活用ができるかどうかを含めて調査を

入れていきたいと思っておりますが、まずは町民の皆さんに、私の思いがしっかりと伝わるよ

うなものを構築をして、それから、そういう部分についても十分に検討させていただきたいと

考えております。 

 以上申し上げ、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 
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 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 そういった意味で、前向きに住民に対する情報発信、そして、第５次総合計画の中に掲げら

れている３つの地域力、そういう部分はやはり町民の原動力になると、私自身も考えていると

ころであります。 

 第５次総合計画も策定されて２年目を迎えようとしていますが、その中に、毎年度、実績評

価を実施すると謳っておりますけども、その点について、どのような形で進んでいるのか。改

めて質問いたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 本件につきましては、総合計画の中でも毎年度の実績と進捗状況等を報告し、意見を求めて

いくと記載がされているところでございまして、２３年度が第５次総合計画のスタートの年で

あります。最終的に予算を通じながらの事業の展開でありますので、現在、決算の段階でござ

います。それらを踏まえながら、数値的に反省評価を置き換え、そしてまた、事業的にも置き

換えながら、実績について提示をし、ご報告を申し上げる機会を作っていきたいと考えている

次第でございます。 

 基本的に総合計画そのものにつきましては、総合開発審議会での作成ということで答申をさ

せていただいたものでありますから、そこに報告をさせていただくという内容になってこよう

かと思います。また、議員の皆さん方に対しましては、決算委員会を通じた中で、決算の姿で

報告をさせていただくということで、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 報告する形でご理解願いますということなんですけども、なかなかそれに対しての実績評価

等は、現時点では伺っていないのではないかと思っているところです。やはりそこは、きっち

りと成果をチェックしていただかなければ、審議会自体が機能不全と言うか、機能できないと

いう部分があると思いますので、町長はやはりその辺を重々理解した上で、審議会の成果報告

あるいは実績検証を、きっちりと毎年度、毎年度実施していただかなければ、先ほどから何度

も申しますけども、設計図の前の段階の青写真、そして全体像の中が霞の如く崩れかけないと

も限りませんので、その辺は早急に取り組んでいただきたいことであります。その辺について

もう少し、よろしくお願いします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 
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○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の関係でございますけれども、当然、第５次総合計画のそれぞれの実施の年度におき

まして、実績を踏まえながら評価書を付けてご報告をさせていただきますので、単純に数字だ

けということではなくて、実際に取り組みが進んでいるか、進んでいないかという部分の評価

を付けながら、提出をさせていただきたいと考えているところであります。後段にありました、

まちづくりの全体像としての青写真、または設計図の関係につきましても、なるべく早い段階

で明らかにし、分かりやすいものを町民の皆さんにご提示できるように、作業を進めてまいり

たいと考えているところでございます。 

 以上、答弁といたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 前中康男君。 

 

○１番（前中康男君） 

 分かりました。設計図を作るのは本当に大変です。確かに時間もかかる。それも重々分かり

ます。私自身も町民として、まちづくりに誠心誠意、参画させていただきたいと思っておりま

す。ただ、やはりそこは、町長の自らの設計図をある程度取り入れていただかなければ。家を

造る時もここだけは譲れないという自分の思いが必ずあると思います。そこら辺のものをしっ

かりと発信していただかなければ、町民は本当に迷ってしまう部分なので、熱い思いを十分語

っていただきたいと思います。 

 また、当町における町花、なかなか認識されてはいませんけども、ムクゲと言う花が町花で

ございます。聞くところによりますと、町民のある方が、挿し木をしながら徐々に増やし、各

家庭に配ったという話を聞いたことがございます。我が家にもムクゲの木が結構あります。花

の期間は短いんですけども、次から次と淡くきれいな、淡い紫と白が混じった花を咲かす、そ

んな花でございます。そういう部分でもう一度、町木・町花の認識度合いを、改めてまちづく

りの中にも、もし可能であるならばですけども、そういうことも一つのアイディアとして持っ

ていただきたい。 

 そしてもう一つ、今回、花と緑の２４年度の予算の中に、ニュージーランド派遣で、高校生

の派遣ということで、かなり精力的な予算配分となっております。やはりここは原点に立ち返

る上で、若い高校生の感性、花づくりにおけるニュージーランドのガーデニングの模様、ある

いは細かいことですけども、花だとか花木だとかの自然の取り組み等も子供達が学習できるよ

うなカリキュラムを。これはあくまでも私の私見ですけども、そういう幅広い観点で学んで来

て、それを当町に情報提供、あるいは町民の皆様に対して高校生がリーダーとなりながらまい

進していく姿を期待しています。それが、これから５年後、１０年後のまちづくりの中の原動

力になるのではないかと思いますので、その辺も機会があれば町長もニュージーランドに一緒

に同行しながら、原点に立ち返る意味でも、行けるのかどうかは分かりませんけども、気持ち

があるのであればニュージーランドの方に出向いて、勉強していただきたいと思います。それ

について、もし何かあるのであればお話をいただきたいと思いますし、無ければ、私の質問は

これで終わらせていただきたいと思います。 
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○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 庭園のまちづくり、そして第５次総合計画ということで、将来の町の姿をこれから創り上げ

ていくということになってこようかと思います。そうした中で、私のまちづくりに賭ける思い

を、庭園のまちづくり構想の中に活かしていけるような、そういうことを踏まえながら、職員

とも十分に連携を図りながら素案作りにまい進をしていきたいと思っており、かつ、なるべく

早い段階に、先ほども申し上げましたように、町民の皆さんに提示ができるように、スピード

をもって進めていく所存でございます。 

 また、先ほどありました町花・町木等につきまして、ムクゲの町花につきましては、町民の

方々に苗木を配布、広く広めてきたという経過もございますが、この町花・町木についても、

１種類だけが町花・町木ということでも必ずしもないと。町村によっては多くのいろんなもの

を求めたりもしておりますので、そういうことについても、検討ができるのであれば、そうい

う部分も含めながら、内部的にもいろんな対応を考えてみたいと考えております。ただ、この

段階ですぐ町花・町木の次のものをということではありませんので、じっくりとその辺につい

ても検討を加えていかなければと思っております。 

 それから、清里のまちづくりの景観づくりや花づくりの一つのきっかけとなりました、ニュ

ージーランドとの交流の関係であります。特に平成２４年からは、高校生の海外派遣に集約を

して実施をさせていただくことに相成った訳であります。将来を担う子供達が、ニュージーラ

ンド、またモトエカ町との交流の中で、違う文化や、自然の景観等に触れていただいて、そこ

から刺激をもらって、将来において清里町のまちづくりのために、大いに活かしてもらえれば

なと考えているところでございまして、単にニュージーランド・モトエカ町へ物見遊山的に行

くということではなくて、目的を持った中で行っていただければということで、教育委員会と

も十分に、その内容については詰めさせていただきたいと考えているところであります。私も

この交流が始まった平成２年でありますが、第１回目の町民の皆さんのところに参画をさせて

もらいました１人でございます。今回、町長に就任し、全体の計画を通じても二十数年経って

いる訳でありまして、昨年はモトエカ高校の校長先生も、本町においでをいただきました。そ

してまた、市長が代わられた段階でも本町においでになられたという経過を踏まえ、私におき

ましても、時間的な、また仕事的にも何とか工面を付けながら、今回の高校生と共に交流を深

めるためにも、そして今申し上げました、いろんなことを向こうに伝えるためにも、一度伺い

たいと考えているところでございますので、ご理解をいただければと思います。 

 以上で、答弁を終わります。 

 

○議長 

 これで、前中康男君の質問を終わります。 

 ここで、１０時５０分まで休憩といたします。 

                              休憩 午前１０時４０分～ 

                              再開 午前１０時５０分 
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○議長 

 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

 次に、村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 事前に通告しております２項目について、質問をいたします。 

 第１点目の、公営住宅の入居について、小動物の飼育について。２点目、町道１５号道路の

整備計画について、伺いたいと思います。 

 まず１点目の事案につきましては、昨年４月に町民から苦情の要望を受けた次第であります。

公営住宅に入居する時には、事前にペット、小動物は飼育することはできないと、入居者に伝

えていると思いますが、現在団地数は公営住宅で２５１戸、特公賃住宅１３６戸あり、合計３

８７戸になりますが、全戸のペット数の把握を町の方でされておられるのか、伺いたいと思い

ます。 

 次に２点目の、町道についてでありますが、この町道の中でも、たくさんの無整備の道路は

あると思いますが、例えば、砂利道を舗装道路にしていく整備、計画はあるとは思いますが、

一時、この１５号道路について、踏切をまっすぐにしたらどうかという話が、何十年前かにあ

ったように記憶しておりますが、現実は、現在の曲がりくねった道路を使用している訳であり

ます。この道路は、２戸の民家前の町道約４９メートルありますが、砂利道でまだ舗装がされ

ていない訳であります。この道路について、早急に舗装にしていただきたいという要望がござ

いましたので、質問することにいたしました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 村島議員のご質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、公営住宅の入居に係る小動物の飼育についての関係でございます。ご案内の

ように、公営住宅の入居における収入要件などの基本的な事項につきましては、法に基づきま

して、町の条例及び規則により定められております。また、入居に係る私法上の賃貸借関係に

つきましては、入居募集要項並びに入居者の履行義務及び責任・禁止事項等を定めた規定であ

ります、町営住宅入居のしおりにより管理運営を行っているところでございます。 

 ご質問のありました小動物の飼育につきましては、臭いや鳴き声、まとわり、噛みつき等の

迷惑または危険行為、さらには居住住宅の衛生的な管理等の観点から、入居募集の要項及び管

理に係る規定により、禁止事項として定めているところでございます。これの具体的な例示と

して禁止している小動物につきましては、犬・猫等の小動物としており、許容できる範ちゅう

としては、小鳥や金魚類としているところでございます。募集要項や規定に違反する小動物の、

飼育の実態でありますが、通常的な巡回等の管理業務や苦情通報等の中で、把握に努めている

ところであり、今年の春の時点では、犬と猫に関しましては、十数件となっております。なお、

入居者における小動物飼育の正確な頭数や種類などの把握につきましては、入居者宅への個別

の立ち入り調査以外に方法がありませんので、個々の確認調査の困難性から、具体的な調査を
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行っていないのが現状でありまして、実際の飼育頭数等は、先ほど申し上げました数を上回っ

ていると、推測をいたしております。現在、町が行っている対策といたしましては、巡回や通

報で飼育が確認された場合には、個々に指導を行いながら、改善を促すとともに、必要に応じ、

保証人等の方にも協力をいただき、対応を図っているところでございます。また、現在の入居

者の方に対しましては、例年３月または４月の使用料納付書の発布時と、７月の所得調査に合

わせて、ペット飼育の禁止を含めた善良な管理を促すチラシを配布させていただいております

し、また、集合住宅におきましては、具体的な注意事項等の掲示を行っているところでござい

ます。いずれにいたしましても、今後とも入居者並びに居住環境の改善に向けまして、きめ細

かな対応と、指導を徹底していくように努めてまいりますので、ご理解をいただきたいと存じ

ます。 

 次に２点目の、町道１５号道路の整備についてであります。 

 ご質問いただきました町道路線につきましては、町道１５号道路及び新町１条通りに接続い

たします、正式な町道名称では「新町通り」でございまして、ご指摘のとおり、現況は砂利道

となってございます。また、道路延長につきましては、台帳上で７４メートルでありまして、

道路に面して２軒の住宅が所在をいたしております。今後の整備計画でありますが、第５次総

合計画の策定時に、事務的には平成２３年度から３２年度までの１０ヵ年にわたる、町道の個

別路線の整備に係る検討を行っておりまして、本路線につきましても、将来的には整備が必要

とされる区間として、位置づけているところでございます。 

 但し、当該町道が位置する場所につきましては、ＪＲの踏み切りに近接しております２箇所

の交差点がございます。しかも変則的なクランク状の形態であることから、整備を行う際には、

優先道路の設定や交通安全対策上の課題が想定されますので、公安委員会や警察等の関係機関

との協議が必要になるものと予想いたしているところでございます。 

 また、形状によりましては、道路用地の買収の必要性も検討しなければならないと思われま

すし、路線延長が短いことから、通常の交付金や補助事業等での採択はかなり厳しい、難しい

面もございます。そうした課題につきましても、これからいろいろ検討していかなければなら

ないものと、認識をしているところでございます。したがいまして、事業の実施に向けまして

は、これらの課題を踏まえ、総体的な町道整備計画の中において、実態に即した手法等も含め

ながら、十分に検討させていただきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 以上申し上げ、答弁とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 １点目の小動物については、町長のお答えでは増えているということでありますが、現実に

増えている訳であります。今後、私が１２戸ある団地をちょっと調べたのですが、この１２戸

の内、３軒が実際に飼っている訳であります。ということで、３８７戸の内の１割としても、

軒数的に３０軒以上の方々が飼っているのではないかと。私も１軒１軒歩いて調べた訳ではあ

りませんけども、１２戸の団地で３軒が飼っている訳ですから、３０軒以上の方々が飼ってい

るのではないかと推察される訳です。先ほども町長から言われたとおり、入居時の注意事項と
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して広報などで周知されているのは、私も見ている訳でありますが、公営住宅に入居するにあ

たっては、必ず下の方に載っている訳です。しかし、これが効果が出ているかどうか、結局増

えているということですから、効果がないから増えていると思うんですけれども。今後、小動

物を飼育するには、先ほども申し上げていましたけれども、条例というものにきちっとしたが

っていただきたい。高齢化社会ということもあって、私を含めて老人が多いということもあり、

一人暮らしになればやはり寂しさがあろうかと思います。そうなれば、犬とか猫とか小鳥とか

を飼う。そういったことで今後、飼い主に優しく、あまり年寄りに強くも言えないと思います

ので、優しく注意をして接していただきたいと、このようにお願いいたします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 ただ今の小動物の飼育に関する件でございますが、ご質問の中にありましたが、近年の傾向

といたしましては、独居高齢者の方が孤独から逃れる、また、癒しということで、室内で小動

物を飼われるというケースが多くなってきております。基本的には先ほど申し上げました、要

項またはしおりなどで、そういう動物は飼わないようにと、入居の段階から指導をさせていた

だいている訳でございますが、こうした高齢者社会を迎えた新たな課題として生じてきている

のも実態でございます。今後、ますます増えていくと思われますし、現場ではそれらに対して

の対応が難しくなってくるのではないかという気もいたしております。 

 しかしながら、今後においてはこれらの実情も踏まえながら、様々な観点から検討を加えて

いき、なるべく飼わないようにという指導をしていきたいと思っておりますが、当面は現行の

しおり等の範ちゅうの中で、対応をしていかざるを得ないと考えているところであります。動

物によっては、迷惑よりも人に危害が及ぶなどの事件性が出てくると大変なことになりますの

で、そこら辺を踏まえながら、指導をさせていただければと考えているところであります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 小動物については、町長が答弁されたように、今後やっていただくよう要望して、終わりま

す。 

 次に１５号道路でありますが、先ほど町長からは７４メートルと申されましたけれども、実

は私、昨日実際に行って測った訳でありますけども、実際には私は舗装から舗装までで測った

ので。ですから、私の言った５９メートル、約６０メートルですが。町長は７４メートルと言

われましたけども、私の測ったところでは砂利道が６０メートルぐらいです。ですから、若干

違いますが、ここはあくまでも町道ですので、距離は短い訳でありますけれども、ここは町道

ですから、冬期間は除雪もしっかりやっていただいていると伺っております。そういうことで、

短い距離であっても、早急にやはり町民の意見として私も聞いた以上、付託に応えなくてはい

けないということで、質問させていただいている訳でありますから、どうか、少しでも早く、
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順位計画もあると思いますけれども、考えていただいてやっていただくならば、そばに住んで

いる町民も大変喜ばれるのではないかということで、お願いしたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 町長 櫛引政明君。 

 

○町長（櫛引政明君） 

 町道１５号道路の整備の関係でございます。先ほど私が道路延長７４メートルと申し上げま

したのは、道路台帳上のことでありますので、接続する道路のセンターからセンターまでとな

りますので、若干見せかけの舗装の関係からいくと、違うのかなということでございます。そ

れについては、そういう内容であるということで。場所については同一の場所での話でありま

すので、ご理解をいただきたいと思います。また、整備の関係でございますが、先ほども申し

上げました、２軒の住宅がその中に配置がされております。生活環境の上からも現状において

どういう姿が良いのか、交通安全のクランク状の所でありますので、どちらを優先にして良い

のか、３叉路、４叉路みたいな所が出てきますので、交通安全上、万が一のことがあっても困

りますので、そこら辺の形態を含めながら、どういう手法がとれるのかも含めて、居住者がお

られるということでの要望でございますので、早い段階で検討させていただき、できるだけ早

い時期に整備できるように、いろんな面で検討を加えていきたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと思います。 

 

○議長（村尾富造君） 

 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 明快な答弁をいただきましたので、一問一答方式でありますけども、同じことを繰り返すこ

ともないと思いますので、早急に実行に移していただきたいとお願いをして、私の質問を終わ

ります。 

 

○議長 

 これで、村島健二君の質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

 

●日程第８  議案第４１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第８ 議案第４１号 清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を議

題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 
 ただ今上程されました、議案第４１号 清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正
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する条例につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 
 今回の改正は、住民基本台帳法の一部を改正する法律並びに出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を

改正する法律による外国人登録法の廃止に伴い、清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正するものであります。 
 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表により、ご説明いたしますので、審議資料の１ペー

ジをお開きください。第２条につきましては、第１項中「次の各号の一に該当する」を「住民

基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている」に改め、同項の各号を削るもの

であります。第３条につきましては、第２項第１号中「又は外国人登録原票」及び「又は登録」

を削り、「表していないもの」の次に、「（外国人住民にあっては、住民基本台帳に記録され

ている通称、通称の一部若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記録さ

れている氏名の片仮名による表記、片仮名表記の一部若しくは片仮名表記の一部を組み合わせ

たもので表しているものを除く。）を加え、同項第２号においては「その他氏名」の次に、「又

は通称」を加えるものであります。２ページをお開きください。第６条につきましては、第３

号中「氏名」の次に、「（外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。）」を加え、

第１１条は、同条中「又は外国人登録法」を削るものであります。第１２条につきましては、

第１項第５号中「氏又は名」の次に「（外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。）」

を加え、第６号を第７号とし、第５号の次に第６号として「外国人住民にあっては、住民基本

台帳法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなったとき（日本の国籍を取

得した場合を除く）」を加えるものであります。３ページをご覧ください。第１４条につきま

しては、第１項第１号中「氏名」の次に「（外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含

む。）」を加えるものであります。附則につきましては、施行期日、経過措置を定めるもので

あります。 
 以上で、提案理由の説明を終わります。 
 
○議長（村尾富造君） 
 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については討論を省略し、採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから議案第４１号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 
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 したがって、議案第４１号 清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例に

ついては、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第９  議案第４２号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第９ 議案第４２号 清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。町民課長。 

 

○町民課長（澤本正弘君） 

 ただ今上程されました、議案第４２号 清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正は、外国人登録法の廃止に伴い、清里町手数料徴収条例の一部を改正するもので

ございます。 

 それでは、別冊の審議資料の新旧対照表によりご説明いたしますので、審議資料の５ページ

をお開きください。別表中「外国人登録原票記載事項証明書、外国人登録原票の写し」に関す

る第３２項を削り、次項の「第３３項から、６ページの第３７項まで」を１項ずつ繰り上げ、

「第３２項から第３６項」に改めるものであります。附則につきましては、施行期日を定める

ものであります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については討論を省略し、採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４２号についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４２号 清里町手数料徴収条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

 

●日程第１０  議案第４３号 



 25

○議長（村尾富造君） 

 日程第１０ 議案第４３号 清里町土地開発公社の解散についてを議題とします。 

 本件についての、提案理由を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案４３号 清里町土地開発公社の解散について提案理由のご説明

を申し上げます。 

 本件は、公有地の拡大の推進に関する法律第２２条第１項の規定により、別紙のとおり解散

することについて、議会の議決を求めるものです。なお、同条において、「土地開発公社は、

設立団体がその議会の議決を経て第１０条第２項の規定の例のより、総務大臣又は都道府県知

事の許可を受けたときに解散する。」と規定されています。 

 解散の理由及び経過につきまして、ご説明申し上げます。清里町の土地開発公社は、この法

律の規定によって、昭和６３年に設立され、公共用地取得事業等に大きく貢献してきましたが、

近年は規模の大きな公共用地取得を伴う事業の完了から業務実績がなく、今後においても大規

模の用地取得を伴う事業の見通しがないことや、総務省通知による解散の検討などの事情を鑑

み、土地開発公社理事会において解散が議決されております。 

 次のページをお開き願います。１の解散の時期につきましては、法律の規定に基づき、北海

道知事の許可のあった日となります。２の平成２４年３月３１日現在の財産目録は、記載のと

おり総額では５２２万８,８６５円になります。３の残余財産及び処分方法につきましては、清

里町土地開発公社の定款の規定に基づき、清里町に帰属するものとします。４の精算人につき

ましては、土地開発公社 田中理事長があたります。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については討論を省略し、採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４３号についてを採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４３号 清里町土地開発公社の解散については、原案のとおり可決され

ました。 
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●日程第１１  議案第４４号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１１ 議案第４４号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第２号）を議題としま

す。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。総務課長。 

 

○総務課長（島澤栄一君） 

 ただ今上程されました、議案第４４号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第２号）に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。 

 補正の総額は、第１条第１項に記載のとおり、歳入歳出にそれぞれ１億２,８６３万２千円を

追加し、予算の総額を４７億５,３３３万２千円とするものです。第１条第２項につきましては、

後ほど事項別明細書によりご説明申し上げます。 

 それでは、歳入歳出補正予算の内容について、ご説明申し上げます。今回の補正につきまし

ては、道の予算編成で確定した事業の追加及び前年度繰越金の確定、起債の繰上償還等の補正

を提案いたすものであります。はじめに、今回の補正提案させていただく主な施策・事業の内

容について、ご説明申し上げますので、別冊の審議資料７ページをご覧いただきたいと思いま

す。それでは、補正予算概要より、ご説明申し上げます。なお、事業費内の上段のかっこ内の

数字は、補正後の当該事業の予算総額であり、財源内訳については、資料に記載のとおりであ

り、特異的なもの以外は説明を省略させていただきます。２款総務費・基金積立の補正につき

ましては、清里町羽衣町 橋場 博様から５００万円を、教育スポーツ・文化の発展振興のた

めご寄附をいただきました。また、ふるさと寄附金として、２件７万円をそれぞれ基金に積立

を行うものです。次の、公有財産購入につきましては、パパスランド改修事業及び青葉墓地用

地取得に係る土地購入費と、パパスランド改修事業のための家屋購入費、合わせて２０７万円

の補正を行うものであります。４款衛生費・斜里郡３町終末処理事業組合負担金につきまして

は、終末処理事業組合が実施する、終末し尿処理施設の改築整備調査設計業務に伴う追加負担

金、５３５万６千円の補正を行うものであります。５款農林水産業費・小規模土地改良整備事

業につきましては、次のページに位置図をつけていますが、町道１６号道路及び３線道路の補

修工事費、２,５２７万４千円の補正を行うものです。６款商工費・パパスランド改修整備事業

につきましては、パパスランド改修事業の内、土地及び家屋を購入することにより、未執行と

なる調査業務委託料及び土地借上料１１９万２千円の減額補正を行うものです。なお、財源内

訳のその他３０万円の減額は、基金繰入金の減額になります。７款土木費・道路橋梁維持事業

につきましては、小規模土地改良事業による町道補修に連結する商工団地中通り舗装改修工事

費９２万４千円の補正を計上しております。１０款公債費・地方債繰上償還につきましては、

将来的な公債費の負担軽減を図るため、繰越金の一部充当及び減債基金の取り崩しを行い、縁

故債の繰上償還を行うものです。繰上償還額は利子を含めて９,４８９万９,０４６円になります

が、当初予算で平成２４年度分の返済元金を見込んでいますので、その差額分８,８７６万８千

円の予算計上を行うものです。財源内訳のその他３,８８３万７千円は基金繰入金になり、一般

財源は繰越金になります。 

 それでは続いて、別冊の補正予算に関する説明書により、補正予算の内容についてご説明申
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し上げます。 

 最初に、歳出よりご説明申し上げますので事項別明細書４ページをお開きください。なお、

ただ今、補正予算概要により、ご説明申し上げた事業につきましては、説明を一部省略いたし

ますので、ご了解願いたいと思います。総務費・２目財産管理費・１３節委託料の補正につき

ましては、青葉墓地用地購入に係る測量業務委託料を計上しております。１７節公有財産購入

費及び２５節積立金につきましては、先ほどご説明をさせていただきましたので省略いたしま

す。６目交通安全対策費６万７千円の補正につきましては、交通安全指導員の制服の更新に係

る経費を計上いたしており、特定財源２万円につきましては、北海道交通安全指導員連絡協議

会からの補助金になります。１５目行政情報システム管理費７４万６千円の補正につきまして

は、新町定住促進団地内への光ファイバーの増設工事請負費を計上いたしております。民生費 

３目福祉サービス事業費・１３節委託料８万７千円の増額につきましては、デイケア事業の利

用増加に伴う補正となっております。５目国民年金事務費・１３節委託料４２万円につきまし

ては、国庫支出金を財源とした国民年金システムの改修業務委託料を計上しております。次の

衛生費・４目環境衛生費５３５万６千円の補正につきましては、補正予算概要でご説明いたし

ましたので、説明を省略いたします。農林水産業費・２目農業振興費・１１節需用費５万円に

つきましては、農業者戸別所得補償経営安定推進事業に係る事務費の補正となっております。

９目団体営整備事業費２,５２７万４千円の補正につきましては、補正予算概要でご説明いたし

ました小規模土地改良整備工事請負費の補正となります。 商工費・１目商工振興費・１１節印

刷製本費３２万６千円の補正につきましては、地元の消費拡大を図るため、きよさと商品券の

作成費用を補正するものです。２目観光振興費・１３節委託料及び１４節使用料及び賃借料、

合わせて１１９万２千円の減額につきましては、先ほどパパスランド改修整備事業でご説明い

たしましたので省略します。次の６ページ、土木費・１目道路橋梁費９２万４千円の補正につ

きましても、補正予算概要で説明いたしましたので省略します。教育費の１目教育委員会費９

万６千円及び２目教育諸費・１１節需用費２４万円の補正は、文部科学省指定による実践的調

査研究事業の取組みに要する事業費を補正するものです。１９節負担金補助及び交付金１８万

円の補正は、緑町小学校山村留学事業のパンフレット作成費として、緑地域山村留学推進協議

会に対する補助金を補正するものです。公債費・１目元金８,８７６万８千円の補正につきまし

ては、補正予算概要で説明をいたしましたので、説明は省略いたします。 

 それでは、歳入についてご説明いたしますので、１ページにお戻りください。歳入につきま

しては、総括でご説明申し上げます。特定財源となります１３款国庫支出金、１４款道支出金、

１８款諸収入、２０款寄付金につきましては、主要施策と歳出の中でご説明申し上げました。

１６款繰入金につきましては、今回、基金積立金から３,８５３万７千円繰入となりますが、普

通交付税の額が確定し、保留財源が生じた場合などは基金の繰入の取り止めや財源振替を行っ

てまいりたいと存じます。１７款繰越金７,６２３万５千円の補正につきましては、平成２３年

度の繰越金が確定いたしましたので、今回補正措置を行うものです。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４４号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４４号 平成２４年度清里町一般会計補正予算（第２号）については、

原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１２  議案第４５号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１２ 議案第４５号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（建築主体）請負契

約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第４５号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（建築主

体）請負契約の締結について、ご説明いたします。 

 本件は、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（建築主体）であります。 

 工事の概要をご説明申し上げます。建設場所は清里町字神威１０７１番地４、既存パパスラ

ンドの西側、線路沿いに建築するもので、構造は鉄筋コンクリート造り平屋建て。床面積は１

１２０．２平方メートルで、用途は店舗、飲食店、温泉施設でございます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は３億５,７００万円となっており

ます。なお、予定価格につきましては、３億６,１５３万６千円でございます。 

 契約の相手方は、石井・野村特定建設工事共同企業体であり、代表者は清里町 株式会社石井

組、構成員は清里町 野村興業株式会社でございます。 

 工期は契約の翌日より平成２５年３月８日を予定しております。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４５号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４５号農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（建築主体）請負契約

の締結については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１３  議案第４６号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１３ 議案第４６号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（機械設備）請負契

約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第４６号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（機械設

備）請負契約の締結について、ご説明申し上げます。 

 本件は、議会の議決に附すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に

より、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（機械設備）であります。 

 工事の概要については、農林水産直売・食材提供供給施設新築工事に係る機械設備工事であ

り、建設場所、施設規模等は、先ほどの議案第４５号にて申し上げましたとおりでありますの

で、説明は省略させていただきます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は１億７１０万円となっておりま

す。なお、予定価格につきましては、１億８４６万５千円でございます。 

 契約の相手方は、長屋・天内特定建設工事共同企業体であり、代表者は斜里町 株式会社長屋

工業、構成員は北見市 天内工業株式会社でございます。 

 工期は、契約の翌日より平成２５年３月８日を予定しております。 

 以上、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 
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○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４６号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４６号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（機械設備）請負契

約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１４  議案第４７号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１４ 議案第４７号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（電気設備）請負契

約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。産業課長。 

 

○産業課長（斉藤敏美君） 

 ただ今上程されました、議案第４７号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（電気設

備）請負契約の締結について、ご説明申し上げます。本件は、議会の議決に附すべき契約及び

財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（電気設備）であります。 

 工事の概要については、農林水産直売・食材提供供給施設新築工事に係る電気設備工事であ

り、建設場所、施設規模等は、先ほどの議案第４５号にて申し上げましたとおりでありますの

で、説明は省略させていただきます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は５,６１７万５千円となっており

ます。なお、予定価格につきましては、５,７９９万１,５００円でございます。 

 契約の相手方は、電建・今特定建設工事共同企業体であり、代表者は北見市 株式会社電建、

構成員は斜里町 今電機株式会社でございます。 

 工期は、契約の翌日より平成２５年３月８日を予定しております。 

 以上、説明を終わります。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 
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 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４７号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４７号 農林水産直売・食材提供供給施設整備工事（電気設備）請負契

約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 

●日程第１５  議案第４８号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第１５ 議案第４８号 公営住宅建設工事請負契約の締結についてを議題とします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。建設課長。 

 

○建設課長（古谷一夫君） 

 ただ今上程されました、議案第４８号 公営住宅建設工事請負契約の締結について、ご説明

を申し上げます。 

 本件は、条例の規定により工事の請負契約を締結するため、議会の議決を求めるものでござ

います。 

 契約の目的は、公営住宅建設工事でございます。 

 工事の概要ですが、現在整備を進めておりますひまわり団地に、鉄筋コンクリート造の２階

建、１棟４戸並びに駐車場及び外構を整備するものでございます。 

 契約の方法は、指名競争入札による契約であり、契約金額は９,２４０万円であります。なお、

予定価格につきましては、９,４３７万４千円となってございます。 

 契約の相手方は、清里町羽衣町３０番地 株式会社石井組でございます。 

 なお、工期については、平成２５年２月８日を予定いたしております。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただきます。 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 本件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第４８号を採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、議案第４８号 公営住宅建設工事請負契約の締結については、原案のとおり可

決されました。 

 

●日程第１６～日程第１８  意見案第２号～意見案第４号 

○議長（村尾富造君） 

 ここで議事の都合上、日程第１６ 意見案第２号 ２０１３年度国家予算編成における教育

予算確保・拡充を求める意見書についてから、日程第１８ 意見案第４号 地方財政の充実・

強化を求める意見書についてまでを、一括議題とします。 

 ３件について、それぞれ提出者の説明を求めます。総務文教常任委員会委員長 畠山英樹君。 

 

○５番（畠山英樹君） 

 意見案第２号 ２０１３年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める意見書につ

いて。 
 本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。提出者 清里町議会 総務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 
（以下、意見書朗読） 

 意見案第３号 地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書について。 

 本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。提出者 清里町議会 総務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 

（以下、意見書朗読） 

 意見案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書について。 

 本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。提出者 清里町議会 総務文教常任委員会委員長 畠山英樹。 

（以下、意見書朗読） 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから３件について、一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 この意見案３件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第２号 ２０１３年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求める

意見書についてを採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第２号 ２０１３年度国家予算編成における教育予算確保・拡充を求め

る意見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案第３号 地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書につい

てを採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第３号 地域や子どもの実態に応じた高校づくりの実現を求める意見書

については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書についてを採決します。この採

決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第４号 地方財政の意見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 ただ今可決されました、意見書の提出先並びに内容の字句等については、その整理を要する

ものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 
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●日程第１９～日程第２０  意見案第５号～意見案第６号 

○議長（村尾富造君） 

 次に議事の都合上、日程第１９ 意見案第５号 けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療

等の推進を求める意見書について及び、日程第２０ 意見案第６号 北海道地域最低賃金の大

幅な改善を求める意見書についてを、一括議題とします。 

 ２件について、それぞれ提出者の説明を求めます。産業福祉常任委員会委員長 村島健二君。 

 

○７番（村島健二君） 

 意見案第５号 けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求める意見書について。 

 本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。提出者 清里町議会 産業福祉常任委員会委員長 村島健二。 

（以下、意見書朗読） 

 意見案第６号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書について。 

 本件について、地方自治法第９９条の規定により、別紙のとおり意見書を提出するものとす

る。提出者 清里町議会 産業福祉常任委員会委員長 村島健二。 

（以下、意見書朗読） 

 

○議長（村尾富造君） 

 これから２件について、一括質疑を行います。 

（「質疑なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 この意見案２件については、討論を省略し採決することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、意見案第５号 けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求める意見

書についてを採決します。この採決は、起立によって行います。 

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第５号 けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求める意

見書については、原案のとおり決定されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 次に、意見案第６号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書についてを採決しま

す。この採決は、起立によって行います。 



 35

 本件について、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（村尾富造君） 

 起立全員です。 

 したがって、意見案第６号 北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書については、

原案のとおり決定されました。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 ただ今可決されました、２件の意見書の提出先並びに内容の字句等については、その整理を

要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書の提出先並びに字句等の整理については、議長に委任することに決定し

ました。 

 
●日程第２１  発議第１号 

○議長（村尾富造君） 

 日程第２１ 発議第１号 議員の派遣についてを議題とします。 

 

○議長（村尾富造君） 

 お諮りします。 

 本件については、記載のとおりの内容で、議員の派遣をしたいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（村尾富造君） 

 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、原案のとおり派遣することに決定しました。 

 

●閉会宣告 
○議長（村尾富造君） 

 これで、本日の日程は、全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２４年第６回清里町議会定例会を閉会します。ご苦労様でした。 

 

閉会 午前１１時５５分 

 


